
    

（９）業務関係 

１）重要な処理事項 

 ① 理 事 会 

     回 次 年 月 日    附   議   事   項 

     第１回Ｈ31．４．11 (1) 事務受託契約の締結について 

     第２回Ｒ元．５．16 (1) 第71回通常総会開催について 

               (2) 農業経営収入保険事業に係る委託契約の一部変更契約書 

の締結について 

               (3) 損害評価会委員の異動について 

               (4) 家畜共済に係る事務費賦課金の返還について 

     第３回 元．５．28 (1) 損害評価員の任命について 

               (2) 役員報酬について 

 (3) 令和元年度獣医師養成確保修学資金貸与事業に係る奨学

生の採用内定について 

第４回 元．７．１ (1) 令和元年度家畜共済特定損害防止事業の実施受託につい

て 

               (2) 諸規則等の一部改正について 

     第５回 元．８．２ (1) 事業進捗状況及び会計状況について 

               (2) 損害評価会委員及び家畜診療所運営委員の異動について 

               (3) 職員（臨時）の採用について 

     第６回 元．９．６ (1) 農業共済功績者表彰の申請について 

               (2) 第77回秋田県ＮＯＳＡＩ大会の開催について 

               (3) 「ＮＯＳＡＩ団体役員賠償責任保険」の加入申込みにつ

いて 

     第７回 元．10．18 (1) 第77回秋田県ＮＯＳＡＩ大会の決議等及び表彰について 

               (2) 職員（診療職）の採用内定について 

     第８回 元．11．20 (1) 役員退任慰労金の取扱いについて 

               (2) 臨時総会の開催について 

     第９回 元．12．２ (1) 固定資産の取得について 

               (2) 諸規則の一部改正について 

               (3) 事業進捗状況及び会計状況について 

     第10回 ２．１．17 (1) 合併予備契約の調印について 

               (2) 諸規則の一部改正につい 

               (3) 固定資産の処分について 

     第11回 ２．２．17 (1) 臨時総会の開催について 

               (2) 事業進捗状況及び会計状況について 



    

               (3) 職員の採用について（獣医師） 

               (4) 令和２年度獣医師養成確保修学資金貸与事業に係る奨学

生募集について 

               (5) １組合化に向けたサーバ構築作業の委託について 

     第12回 ２．３．９ (1) 令和２年度事業推進計画及び業務収支予算（概要）につ

いて 

     第13回 ２．３．23 (1) 家畜診療所における事故外診療料金について 

               (2) 制度改正に係るオプションシステム改修作業の委託につ 

いて 

               (3) 事務受委託契約の締結について 

               (4) 令和２年度コンプライアンス・プログラムの策定につい 

                 て 

               (5) 余裕金運用の最高限度額及び令和２年度余裕金運用基本

方針について 

(6) 固定資産の処分について 

               (7) 参事の延長について 

 

 ② 監事会及び監査 

  監 事 会 

     回 次 年 月 日    附   議   事   項 

     第１回Ｒ元．５．28 (1) 平成30年度業務決算監査の監査書について 

               (2) 第71回通常総会における平成30年度業務報告書及び財務

諸表に対する監事の意見について 

     第２回 元．10．18 (1) 令和元年度業務中間監査の実施について 

     第３回 元．11．14 (1) 代表監事の取扱い等について 

               (2) 令和元年度業務中間監査の実施計画変更について 

     第４回 元．12．２ (1) 令和元年度業務中間監査の監査書について 

第５回 ２．３．23 (1) 令和２年度監査方針について 

               (2) 令和元年度業務決算監査の実施について 

 

  監  査 

        Ｈ31.４.16～17 平成30年度家畜診療所及び家畜診療センター業務決算監査 

        Ｒ元.５.16～17 平成30年度本部業務決算監査 

         元.11.14～15 令和元年度業務中間監査 



    

 ③ そ の 他 

    年 月 日       処   理   事   項 

   Ｈ31．４．１    辞令交付式 

３～４  家畜集合審査 

５    第１回三役会議  

８    業務会議 

９    家畜診療所長会議 

９～10  新人職員研修会 

11    教育研修基金審議委員会 

11    農機具共済事故審査会 

12    ＮＯＳＡＩ団体役員向け収入保険優良事例発表会（東京都） 

17    農作物・畑作物共済及び損害防止事業推進会議 

18    全国広報参事等会議（東京都） 

18    農業共済団体等の加入推進方針に関する意見交換（東京都） 

19    農業共済団体参事会議（東京都） 

22～23  北海道・東北地区連合会等参事会議(岩手県) 

23    無人航空機連絡協議会幹事会 

Ｒ元．５．９    第２回三役会議 

９    獣医師養成確保修学資金貸与事業奨学生採用試験 

９    業務会議 

10    航空防除推進協議会幹事会 

10    航空防除事故防止対策委員会 

14～15  家畜集合審査 

14～15  北海道・東北地区連合会長等会議（宮城県） 

15    農機具共済事故審査会 

15    航空防除実施主体別事業計画検討会 

21    家畜共済損害防止事業担当者会議 

23    第１回参事会議 

23    第１回合併協議会専門部会 

24    建物・農機具共済担当者会議 

30    航空防除推進協議会監査 

６．１～２  家畜共済事業に係る獣医師職員採用説明会（東京都） 

４    無人航空機連絡協議会監査・委員会 

５    秋田県農業保険加入促進連絡会議 

６    航空防除事業事故対策基金制度運営委員会 

６    業務会議 



    

６．11    農機具共済事故審査会 

12～13  家畜集合審査 

12    無人航空機安全対策研修会（県北・中央地区） 

13    無人航空機安全対策研修会（県南地区） 

13    第７回合併協議会幹事会 

13    第２回業務運営検討委員会 

17～20  農林水産省主催農作物共済研修会（東京都） 

20    全国農林航空事業推進協議会総会（東京都） 

20～21  第１回収入保険担当者会議（東京都） 

25    ＮＯＳＡＩ協会・全国連通常総会、第１回全国特定組合長・会長

会議（東京都） 

26～27  第１回北海道・東北地区家畜共済協議会（宮城県） 

27    航空防除推進協議会委員会 

27    損害評価会農作物共済部会 

７．１    第６回合併協議会 

     ２～５  農林水産省主催園芸施設共済研修会（東京都） 

３    収入保険担当者会議 

４～５  東北地区任意共済担当者会議（青森県） 

５    第８回合併協議会幹事会 

５    第２回合併協議会専門部会 

８    業務会議 

９    第７回合併協議会（由利本荘市） 

９    農機具共済損害評価員会議 

９～31  第１回内部監査 

10    第１回全国参事会議（東京都） 

12    家畜集合審査 

16    果樹園芸施設共済担当者会議 

16    秋田県農業保険加入促進連絡会議（園芸施設共済専門部会） 

16～17  東北地区建物共済広域災害損害評価支援研修会（宮城県） 

17    由利組合役員との「１県１組合化」に関する意見交換会（由利本

荘市） 

18    航空防除作業契約会議、安全祈願祭、実施協議会 

18～19  北海道・東北地区畑作物共済担当者会議（青森県） 

23    第１回余裕金運用委員会 

23    第３回三役会議 

25～26  北海道・東北地区農作物共済担当者会議（岩手県） 



    

７．25～26  北海道・東北地区果樹共済担当者会議（宮城県） 

26    無人航空機による農薬の空中散布に係る情報交換会（宮城県） 

29    収入保険担当者会議（宮城県） 

30    全県ＮＯＳＡＩ役職員研修会（秋田市） 

30～31  北海道・東北地区園芸施設共済担当者会議（北海道） 

31    第１回任意共済事業推進担当者会議（東京都） 

８．２    無人航空機連絡協議会幹事会 

５～９  第１回普及推進研修会中級コース（東京都） 

５～13  航空防除 

６    「安心の未来」拡充運動全国推進会議（東京都） 

６～７  家畜集合審査 

７    農機具共済事故審査会 

８～９  ＮＯＳＡＩ東北家畜臨床研修センター運営委員会（岩手県） 

８    業務会議 

８    果樹共済損害評価員会議 

９    第８回合併協議会 

20    第９回合併協議会幹事会 

20～21  農機具共済損害評価技術研修会（秋田市） 

22    農作物・畑作物共済担当者会議 

27    農業共済功績者表彰審査委員会 

27    第４回三役会議 

27～28  農業共済新聞東北営農技術版編集会議（宮城県） 

９．４～５  第２回全国特定組合長・会長会議及びＮＯＳＡＩ全国連第６回臨

時総会（東京都） 

６～７  役員作柄見回り調査 

９    業務会議 

９    農作物・畑作物損害評価員会議 

９～13  第２回普及推進研修会（中級コース）（東京都） 

10    農機具共済事故審査会 

10    無人ヘリコプター飛行競技大会（秋田市雄和） 

12～13  家畜集合審査 

26～27  第２回収入保険担当者会議（東京都） 

27    第１回任意共済地区連絡者会議（ＴＶ） 

10．２    第11回写真コンテスト審査会 

３    第２回収入保険事業担当者会議 

  ７    業務会議 



    

10．８～９  家畜診療等技術地区別発表会（宮城県） 

９    第２回全国参事会議（東京都） 

  10    農機具共済事故審査会 

  11    第５回三役会議 

  11    第10回合併協議会幹事会 

  11    診療職員採用試験 

15～16  家畜集合審査 

16～17  農林水産省収入保険並びに園芸施設キャラバン 

18    第９回合併協議会 

24    任意共済全国研修会（東京都） 

28    １県１組合化研修会（由利本荘市） 

31    全県ＮＯＳＡＩ役員研修会（鹿角市） 

11．１    第 77 回秋田県 NOSAI 大会（大館市） 

６～７  全国無人ヘリ飛行競技大会及び技術研修会（茨城県） 

６～８  第２回上級管理職研修会（東京都） 

７    業務会議  

７    第６回三役会議 

11～12  農機具共済事故審査会 

13、15  家畜集合審査 

12～15  第２回法令等研修会（東京都） 

13    第 11 回合併協議会幹事会 

14、15  北海道・東北地区総務経理担当者会議（福島県） 

18～22  建物共済専門講習会（東京都） 

19    損害評価会農作物共済部会（麦、水稲：一筆・半相殺） 

19    損害評価会畑作物共済部会（ホップ） 

20    役員推薦会議 

20    第 10 回合併協議会 

25    第７回三役会議 

25    第２回余裕金運用委員会 

26    北海道東北地区事務機械化担当者会議（ＴＶ） 

26    第２回任意共済事業推進担当者会議（ＴＶ） 

28    航空防除地区連協並びに実施主体事務局長会議 

12．３    全国ＮＯＳＡＩ大会（東京都） 

５    建物農機具共済事業推進協議会 

９    業務会議 

９    農機具共済損害評価員会議 



    

12．11    損害評価会農作物共済部会（水稲：全相殺・品質方式） 

12    家畜診療体験説明会（北海道） 

12～13  家畜集合審査 

13    損害評価会果樹共済部会（ぶどう、なし、おうとう） 

16    農業共済新聞「あきた版」編集委員会議 

16～20  建物共済広域災害損害評価地区間連携に係る支援（千葉県） 

23    ＮＯＳＡＩ全国連第７回臨時総会及び第３回全国特定組合長・会

長会議（東京都） 

25    第２回建物・農機具共済担当者会議（ＴＶ） 

Ｒ２．１．10    第８回三役会議 

10    業務会議 

10    第12回合併協議会幹事会 

10    農機具事故審査会 

14    「令和２年度収入保険加入推進支援事業」に関するブロック別説

明会（ＴＶ） 

15    損害評価会畑作物共済部会（大豆：半相殺・一筆方式） 

16～17  第３回収入保険担当者会議（東京都） 

16～17  家畜集合審査 

17    第11回合併協議会 

20～23  建物共済広域災害損害評価地区間連携に係る支援（千葉県） 

22    第３回余裕金運用委員会 

23    獣医師確保対策連絡協議会 

24    合併予備契約調印式（秋田市） 

24    都道府県担当者及び連合会等総務・指導担当者合同会議（東京都） 

24    秋田県獣医畜産技術研究発表会（秋田市） 

28    第３回収入保険担当者会議 

28    航空防除事業検討会（秋田市） 

30    農作物共済事業推進会議 

31    全県NOSAI職員研修会（秋田市） 

15～2/3  第２回内部監査 

      ２．３    北海道・東北地区連合会等参事会議（岩手県） 

４    第13回合併協議会幹事会 

６    損害評価会果樹共済部会 

６    損害評価会農作物共済部会 

７    第９回三役会議 

７    業務会議 



    

２．10    農機具事故審査会 

12    果樹・園芸施設共済事業推進者会議 

12～13  家畜集合審査 

     18    農業共済新聞全国研修集会（東京都） 

     19    第３回全国参事会議（東京都） 

     18～19  家畜診療等技術全国研究集会（東京都） 

19    全国広報委員会議（東京都） 

21    損害評価会家畜共済部会 

     21    第３回任意共済事業推進担当者会議（ＴＶ） 

21    農業経営収入保険事業に係る公募説明会（ＴＶ） 

25～27  家畜共済研修会（東京都）  

27    農業保険加入推進活動のフォローアップ方針に係る会議（ＴＶ） 

３．２    第10回三役会議 

３    第14回合併協議会幹事会 

５    NOSAI情報化全国会議（ＴＶ） 

９    第12回合併協議会 

９    業務会議 

10    農林水産省による事務費賦課承認事前協議（書類審査） 

11    第３回建物農機具共済担当者会議・研修会 

13    家畜臨床研修会 

16    コンプライアンス改善委員会 

16    第４回余裕金運用委員会 

16    第11回三役会議 

16    農機具共済事故審査会 

16    家畜集合審査 

18    NOSAIネットワークシステム協議会 

18    県による事務費賦課承認事前協議 

19    第１回秋田県農業共済組合設立委員会（秋田市） 

19    損害評価会任意共済部会（書面） 

24    第４回全国特定組合長・会長会議及びNOSAI協会・全国連臨時総会 

（東京都） 


